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８月10日号
無料シュノーケリング教室を開催

住宅の耐震診断費用を助成

たのはたダイビングサービスで
は、無料のシュノーケリング教室
を開催します。
９月17日㈰
◆開催日…８月27日㈰、
◆時間…各開催日①午前９時30分
～②午前11時～③午後１時～
※教室は１時間程度です
◆場所…机浜
◆定員…各回先着４人
◆対象…小学生以上
◆申し込み方法…電話またはメー
ルで申し込んでください
◆受け付け開始日…８月 13 日㈰
午前９時から
◆申
 し込み・問い合わせ先…たの
はたダイビングサービス
（☎33-2881、 info@tanohatads.com）

耐震基準が新しくなった昭和56
年以前に建てられた住宅は、耐震
性能が低い可能性があります。
村は、希望する人に耐震診断費
用および耐震改修費用の一部を助
成しています。
◆対象…昭和56年５月31日以前に
着工された戸建ての木造住宅
◆助成金額
①耐震診断…１棟当たりの診断
費30,850円のうち27,760円を
助成
②耐震改修…１棟当たり対象経
費の２分の１以内を助成。但
し最大で617,000円
◆申し込み・問い合わせ先…建設
第二課（☎ 34-2111 内線 400）

インバウンド教育旅行研修会
村は、普代村と連携し、インバ
ウンド（外国人観光客）向け教育
旅行の研修会を実施します。
◆日時…９月６日㈬
午後１時～４時
◆場所…ホテル羅賀荘
◆テーマ・講師…「ほんもの体験
と民泊の力で訪日教育旅行を
誘致しよう !!」
・藤澤安良さん
◆対象者…観光業に携わる人、民
泊受け入れ家庭、民泊の受け入
れに興味がある人など
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線 68）

認知症カフェを開催します
認知症カフェは、認知症の正し
い知識を学んだり、お茶を飲みな
がら自由におしゃべりをして楽し
く過ごせる場所です。
◆日時…８月25日㈮
午後１時30分～３時
◆場所…寿生苑
◆内容…認知症に関するミニ講話
など
◆対象者…認知症に関心のある人
◆参加費…100 円
◆その他…認知症や介護の相談に
専門員が応じます
◆問い合わせ先…村地域包括支援
センター（☎ 32-3013）

秋田県大雨災害の被災地への義援金箱を設置しています

◆設置場所…役場本庁、保健センター、診療所、アズビィ楽習センター
◆設置期間…８月22日㈫まで
◆問い合わせ先…生活環境課 (☎34-2114 内線20)

歳末演芸会の出演者を募集
村社会福祉協議会では、歳末た
すけあい演芸会のボランティア出
演者を募集しています。
◆日時…12月３日㈰
午前10時～午後１時
◆場所…アズビィホール
◆内容…舞踊、演劇、演奏、民謡、
歌謡曲、郷土芸能、奇術など
◆申込期限…10月20日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…村社
会福祉協議会（☎ 33-3025）

グループホームつくえ納涼祭
◆日時…８月20日㈰
午前11時30分～午後２時30分
◆場所…グループホームつくえ
◆内容…弥五兵衛太鼓、盆踊り、
カラオケ、民謡・歌謡ショー
◆飲食…横手焼きそば、焼き鳥、
フランクフルト、そうめんなど
◆問い合わせ先…グループホーム
つくえ ( ☎ 33-3500)

岩見ヒサさんをしのぶ会を開催
◆日時…９月17日㈰
午前11時～午後２時
◆場所…宝福寺
◆内容…墓参、供養、
「或る人生」
（昭和44年にＮＨＫで放送。ヒ
サさんが開拓保健婦の頃の映
像）鑑賞、会食、交流会
◆参加費…2,000円（供養料、会食代）
◆申込期限…８月30日㈬
◆その他…平服で構いません
◆申し込み・問い合わせ先…岩見
ヒサさんをしのぶ会会長畠山
吉郎（☎ 33-3157）
、同事務局
中村（☎ 34-2835）

奨学金の返還を助成します

農作業などのお手伝いをします

「はかり」の定期検査を実施

岩手県では、県内企業に一定期
間就業した場合に奨学金の返還を
支援する「いわて産業人材奨学金
返還支援制度」を創設しました。
制度の詳細や応募方法について
は、ホームページを確認するか問
い合わせてください。
◆応募期限…９月 15 日㈮
◆問い合わせ先…岩手県商工労働
観光部ものづくり自動車産業
振興室（☎ 019-629-5551）

早稲田大学思惟の森の会では、
夏合宿を行います。
合宿中、大学生が村の皆さんの
農作業や草刈り、行事などのお手
伝いをします。学生に手伝ってほ
しいことがある人は、問い合わせ
てください。
◆合宿期間…８月23日㈬～９月５
日㈫
◆問い合わせ先…早稲田大学思惟
の森の会事務局（☎ 080-43440509）

商売や個人などで取引・証明に
使用する「はかり」は、計量法に
より２年に１度の定期検査を受け
ることが義務付けられています。
該当する「はかり」を持ってい
る人は、８月 23 日㈬までに報告
をお願いします。
前回（平成 27 年）定期検査を
受けた個人・事業所などは、報告
の必要はありません。
◆報告・問い合わせ先…政策推進
課（☎ 34-2111 内線 64）

煙火消費保安講習会を開催

いわて三陸自伐林業フォーラム

岩手県では、ツキノワグマなど
の大型獣類の追払いを目的として
使用する、花火弾や轟音玉などを
取り扱うために必要となる講習会
を開催します。
◆日時…９月30日㈯
午後１時30分～４時
◆場所…東和総合福祉センター、
田瀬湖畔
◆受講料…新規 4,000円、５年経
過更新 3,500円、継続 1,300円
◆申込期限…８月24日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…産業
振興課（☎ 34-2111 内線 74）

◆日時…９月３日㈰ 午後１時～
◆場所…シートピアなあど
◆参加費…無料
◆内
 容…自分の山を自分で手入れ
したい人のために、各地の事例
紹介や意見交換を通じて、自伐
林業の魅力を発信します
◆申し込み方法…申込用紙を提出
してください。用紙は、産業振
興課、村森林組合で配布してい
ます
◆申込期限…９月１日㈮
◆問い合わせ先…宮古農林振興セ
ンター林務室
（☎0193-64-2215）

リンドウ・小菊の見学会を開催
宮古農業改良普及センターで
は、リンドウと小菊の栽培希望者
向けに、農家の人から説明を受け
られる栽培現場の見学会を開催し
ます。
◆日時…８月23日㈬
午前10時～正午
◆見学場所…宮古市江繋
◆集合時間…午前10時
◆集合場所…宮古市役所川井総合
支所駐車場（宮古市川井第２地
割186-１）
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
農業改良普及センター
（☎019364-2220）

役立ちカレンダー
月 日

行
若者交流イベント③

８月11日㈮ 番屋まつりで盛り上がろう！
15日㈫ 第 56 回田野畑村成人式
21日㈪

期間：８月11日
（金）
～８月31日(木)
時 間

問い合わせ先

机浜番屋群

14：00 ～ 18：00

政策推進課（内線63）

アズビィホールなど

９：00 ～  正午

教育委員会（内線21）

事

場

所

アズビィ健康スポーツ教室

「卓球・ソフトバレー教室」(28日も開催 )
アズビィ健康スポーツ教室

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00
教育委員会（内線11）

22日㈫ 「ソフトテニス教室」(29日も開催）
家庭教育学級講演会「子どもは育つ。わたしも育つ。」 たのはた児童館

18：00 ～ 19：00

幼児健診
23日㈬ アズビィ健康スポーツ教室
「バドミントン教室」(30日も開催 )

健診センター

12:20 ～ 15:30 保健福祉課（内線53）

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

24日㈭ リラックスかふぇ

保健センター

10:00 ～ 11:40 保健福祉課（内線52）

アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00

保健センター

９:30 ～ 11:30

村役場

13:00 ～ 16:30

アズビィ健康スポーツ教室

25日㈮ 「フットサル教室」
29日㈫ 献血
村県民税２期

納期限

31日㈭ 国民健康保険税３期
介護保険料３期

教育委員会（内線11）

教育委員会（内線11）
保健福祉課（内線51）
税務会計課（内線32）

納期限

後期高齢者医療保険料２期

13:30 ～ 15:00

税務会計課（内線31）
納期限

生活環境課（内線21）

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 歯科診療所☎33-3100 ／ 保健福祉課☎33-3102

